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・アルベルト・アインシュタイン（Albert Einstein, 1879年 – 1955年）
「相対性理論」によって知られるドイツ出身の理論物理学者。

イタリア、スイスに居住、「光電効果の発見」で1921年にノーベル物理学賞を受賞。
ユダヤ系であり、シオニズム運動を支援していた。

1932年にアメリカ合衆国へ亡命した。
アインシュタインは第一次世界大戦時には反戦を訴えたが、

第二次世界大戦時には一転して戦争を正当化した。

第二次世界大戦後はふたたび反戦運動に転じ、

バートランド・ラッセルと共にラッセル・アインシュタイン宣言を発表し、

パグウォッシュ会議を創設。

世界連邦の樹立の提言など、平和活動をおこなった。

量子力学にはとても尊敬の念を抱いています。

しかし内なる声が私に、

その理論はまだ完璧ではないと言っています。

量子力学はとても有益なものではありますが、

古きものの秘密にはほとんど迫っていません。

少なくとも私には、古きものは賽を投げないという確信があるのです。

byアルベルト・アインシュタイン

想像力は知識よりも重要である。

知識に限界があるが為に、

想像力が世界をとりまき、

発展を刺激しつづけ、

進歩に息を吹き込みつづけているのだから。

byアルベルト・アインシュタイン

世界の法則ある調和のうちに己を顕わすスピノザの神を私は信じる。

人類の運命と行為に関わる神ではなく。

byアルベルト・アインシュタイン

私は将来について悩まない。

すぐにやって来るから。

byアルベルト・アインシュタイン

私は天才ではありません。

ただ、人より長くひとつのことと付き合ってきただけです。

byアルベルト・アインシュタイン

第3次世界大戦では分らないが、
第4次世界大戦では、
人間は多分石を持って投げ合うだろう。

byアルベルト・アインシュタイン

人生とは自転車のようなものだ。

倒れないようにするには走らなければならない 。



byアルベルト・アインシュタイン

神の前において我々は平等に賢く、

平等に愚かである。

byアルベルト・アインシュタイン

常識とは、

18歳までに身に付けた偏見のコレクションである。
byアルベルト・アインシュタイン

2%の人間が兵役拒否すれば、
政府は戦争を継続できない。

なぜなら、

政府は兵役対象者の2%の人数を収容する刑務所を保有していないからだ。
byアルベルト・アインシュタイン

知性とは、

方法や手段に対して鋭い鑑識眼を持っているが、

目的や価値に対して盲目である。

byアルベルト・アインシュタイン

何かを学ぶのに、

自分自身で経験する以上に良い方法はない。

byアルベルト・アインシュタイン

悪に感化される人が居る事よりも、

悪を看過する人が居る事の方が危ない。

byアルベルト・アインシュタイン

学校で学んだことを、

すべてを忘却してもなお残っているもの。

それが、

教育である。

byアルベルト・アインシュタイン

我々の進もうとする道が正しいかどうか、

神は前もって教えてはくれない。

byアルベルト・アインシュタイン

私は、理詰めで考えて新しいことを発見したことはない。

byアルベルト・アインシュタイン
調べられるものを、いちいち覚えておく必要などない。

byアルベルト・アインシュタイン

普通と言われる人生を送る人間なんて、

一人としていやしない。



いたらぜひ、お目にかかりたいものだ。

byアルベルト・アインシュタイン

いつだって、偉大な先人達は凡人達の熾烈な抵抗に遭ってきた。

byアルベルト・アインシュタイン

間違いを犯したことのない人とは、何も新しいことをしていない人だ。

byアルベルト・アインシュタイン

我々という言葉に疑問を感じる。

誰も隣の人間と同じではない。

byアルベルト・アインシュタイン

無限なものは2つ存在する。
それは宇宙と、人間の愚かさだ。

しかし、前者については断言できない。

byアルベルト・アインシュタイン

物事は全て、出来る限り単純にすべきだ。

byアルベルト・アインシュタイン

人間の邪悪な心を変えるよりはプルトニウムの性質を変えるほうが易しい。

byアルベルト・アインシュタイン

人間性について絶望してはならない。なぜなら我々は人間なのだから。

byアルベルト・アインシュタイン

・アウグスティヌス

弁論術者、キリスト教神学者、北アフリカのヒッポの司教。

カトリック・東方正教会などで聖人。

では時間とは何か。

私に誰も問わなければ、

私は[時間とは何かを]知っている。
しかし[時間とは何かを]問われ、
説明しようと欲すると、

私は[時間とは何かを]知らない。
byアウグスティヌス

神よ、私に貞潔さと堅固さをおあたえください。

byアウグスティヌス

主よ、あなたが我々をお造りになりました。

ゆえに我々の心はあなたのうちに憩うまで休まらない。

byアウグスティヌス



古くまた新しい美よ、

私はあなたを愛することを遅く知った。

byアウグスティヌス

知解するために私は信じる。

byアウグスティヌス

わたしたちのうちひとりしかいないかのように、

神はわたしたちみなを愛す。

byアウグスティヌス

神は風を備える、

だが人が帆をあげなければならない。

byアウグスティヌス

愛に満たされるものは神ご自身に満たされる。

byアウグスティヌス

愛は魂の美である。

byアウグスティヌス

・芥川龍之介

東京生まれの日本の小説家（1892年3月1日 - 1927年7月24日）。 
『今昔物語集』に材を取った短編小説、長編小説『河童』、アフォリズム『侏儒の言葉』

などがある。

人生は地獄よりも地獄的である。

by芥川龍之介

人生は一箱のマッチに似ている。

重大に扱うのはばかばかしい。

重大に扱わねば危険である。

by芥川龍之介

自由は山巓の空気に似ている。

どちらも弱い者には堪えることは出来ない。

by芥川龍之介

他人を弁護するよりも自己を弁護するのは困難である。

疑うものは弁護士を見よ。

by芥川龍之介

阿呆はいつも彼以外のものを阿呆であると信じている。

by芥川龍之介

人間的な、

余りに人間的なものは大抵は確かに動物的である。



by芥川龍之介

・ムスタファ・ケマル・アタテュルク（1881年 – 1938年）はトルコ共和国の初代大統領。
現ギリシャのテッサロニキ生まれ。

オスマン帝国の軍人だったが第一次世界大戦後トルコ革命の指導者となり、

トルコ共和国を建国。

トルコの近代化改革を推進した。

祖国に平和、世界に平和。

byムスタファ・ケマル・アタテュルク

ああ勇敢なるトルコ女性よ、

あなたは大地に這いつくばるのではなく、

肩の上に広がる大空へと昇りゆくにふさわしい。

byムスタファ・ケマル・アタテュルク

国民を救済する者はただひとり、

教師のみである。

教師や教育者をもたなければその国民は、

まだ国民の名を得る力を見つけ出していないのである。

byムスタファ・ケマル・アタテュルク

・アビゲイル・アダムズ

アメリカ合衆国2代目大統領ジョン・アダムスの妻。ジョン・クィンシー・アダムスの母。

私たちは仰々しい言葉をたくさん並べるけれど、

それにふさわしい行動は全くしていないのです。

byアビゲイル・アダムズ

学びとは偶然に得られるものではありません。

情熱と不断の努力をもって、

自ら学ぼうと求めなければなりません。

byアビゲイル・アダムズ

・ジョゼフ・アディソン

1672年-1719年。イギリスの文筆家。

陽気な気質は無邪気さと結びつくときには魅力的な美人を、

知識と結びつくときには喜ばしい美人を、

そしてウィットと結びつくときには良い性質の美人を作り出す。

byジョゼフ・アディソン

人が最初に顧慮すべきは、

自責の念を避けないようにすること、

次に考慮すべきは世間の非難を受けないようにすることである。

byジョゼフ・アディソン



書物とは、

偉大な天才が人類に残す遺産である。

書物は世代から世代へと受け継がれ、

現在からまだ生まれぬ未来のものたちへと伝わる。

byジョゼフ・アディソン

慈悲とは心がもつ美徳である。

byジョゼフ・アディソン

贈り物と施しは慈悲の表現である、

慈悲の核心ではない。

byジョゼフ・アディソン

健康と陽気さは互いを生む。

byジョゼフ・アディソン

正義はともがら、

友人、

親族をかえりみない、

従ってつねに盲目のものとして表される。

byジョゼフ・アディソン

知識は、

まことに、

美徳の次に来る。

まったくもって人は別の人間の上にのぼっていくものだ。

byジョゼフ・アディソン

人は笑うことが出来ることで、

他のすべての被造物と区別される。

byジョゼフ・アディソン

謙虚さは美徳の飾りであるだけない。

それは美徳の守りでもある。

byジョゼフ・アディソン

双方について、たくさんのことがいわれただろう。

byジョゼフ・アディソン

宗教音楽への熱狂は人を啓発する。

魂を目覚めさせ、

高くもちあげる。

そして崇高な望みとともに魂を羽ばたかせ、

神性へと語りかける際に魂によりそう。

byジョゼフ・アディソン



このキリスト教徒がどのような安らぎのうちに死んでいくことができるかを見てください。

byジョゼフ・アディソン

ユーモアのセンスというのは洗練された繊細な性質のものである。

それゆえユーモアのセンスは本性から高貴な心性のうちにか、

あるいはよい範例か優れた教育によって陶冶されてきた心性のうちにのみ見いだされる。

byジョゼフ・アディソン

正義より偉大で神々しい美徳はない。

byジョゼフ・アディソン

我々はどんどんまじめになってきている、

それで、

言ってほしいのだが、

これは馬鹿になる一歩手前というものじゃないだろうか。

byジョゼフ・アディソン

彫刻と大理石の塊の間の関係と同じものが、

教育と魂の間にはある。

byジョゼフ・アディソン

偉人の墓を見る時, 
あらゆる嫉妬の感情は私の中で消える。

美しい碑文を読む時,
 あらゆる不相応な欲望はなくなる。
墓石の上の両親の悲しみに会う時, 
私の心は同情と共に開かれる。

その両親自身の墓を見る時, 
私達がすぐに後を追わなければならない人々を悲しむ虚しさを思う。

彼らを引き下ろした人によって横たわる王に会う時,
並んで葬られた宿敵同士の才人達や, 
論争論議と共に世界を二分した聖人達を思う時,
人類の些細な争い, 
党争, 
討議のことを後悔と驚きとともに思案する。

昨日死んだ人, 
600年前の人, 
墓のいくつかの日付を読む時,
我々の全員が同時代であり、

出現を共にした偉大な日を思う。

byジョゼフ・アディソン

・天草四郎

島原の乱の指導者、江戸時代初期のキリシタン。

いま籠城している者たちは来世まで友になる



by天草四郎

・有島武郎

ありしま たけお。
大正時代の日本の作家。

愛の表現は惜しみなく与えるだろう。 
しかし、

愛の本体は惜しみなく奪うものだ。

by有島武郎

・アリストテレス

アリストテレス（Aristotles、紀元前384年 – 紀元前322年）、
マケドニア出身の古代ギリシャの哲学者。

プラトン学派を拡張発展させペリパトス学派を形成した。

全体は、始めと中間と終わりからなる。

byアリストテレス

悪は人々を一致させる。

byアリストテレス

一般にさらに良いことものを望む人たちは、

祖先が得た以上のものを望む。

byアリストテレス

欲望は満たされないことが自然であり、

多くの者はそれを満たすためのみで生きる。

byアリストテレス

法は社会の秩序であり、

良い法は良い秩序である。

byアリストテレス

人は本性において政治を行う動物である。

byアリストテレス

自然には何の無駄もない。

byアリストテレス

民主制国家の基礎は自由である。

byアリストテレス

最もよく統治される者が統治するべきだ。

byアリストテレス



全ての者は生まれながらに知恵を求める。

byアリストテレス

プラトンは私の友である。

しかし、

彼よりも真実を私は友とする。

byアリストテレス

良い人であることがいつも良い市民であることと同じとは限らない。

byアリストテレス

不幸は本当の友人でない者を明らかにする。

byアリストテレス

愛というものは、愛されることによりも、むしろ愛することに存すると考えられる。

byアリストテレス

人は物事を繰り返す存在である。

従って、

優秀さとは行動によって得られる物ではない。

習慣になっていなければならないのだ。

byアリストテレス

教育は高齢への最適の備えだ。

byアリストテレス

希望とは、目覚めていて抱く夢をいう。

byアリストテレス

・ダンテ・アリギエーリ

（Dante Alighieri)イタリアの都市国家フィレンツェ生まれの詩人、政治家。

太陽と他の星を動かす愛

byダンテ・アリギエーリ

おお人間よ、

上に舞い上がるために生まれながら、

なぜほんのわずかの風にも墜ちてしまうのか？

byダンテ・アリギエーリ

・イエス・キリスト

神よ、神よ、なぜ私を見捨てられたか？（エリ・エリ・レマ・サバクタニ？）

byイエス・キリスト

ひとはパンだけによって生きるのではなく、

神の口から出るひとつひとつの言葉によって生きる。



byイエス・キリスト

私の掟はこれである。

私があなたがたを愛したように、

あなた方も互いを愛しなさい。

byイエス・キリスト

あなたがたの敵を愛せ。

byイエス・キリスト

狭い門から入れ。

滅びに通じる門は広く、

その道はなだらかでこれに入るものは多い。

byイエス・キリスト

狐には穴があり、

天の鳥には巣がある。

ただ人の子には横たわるところがない。

byイエス・キリスト

私が来たのは義人を招くためではない。

罪人を招いて悔い改めさせるためである。

byイエス・キリスト

二人あるいは三人が私の名によって集まるところには、

私もいる。

byイエス・キリスト

カエサルのものはカエサルに収め、

神のものは神に納めよ。

byイエス・キリスト

剣を取る者は皆、

剣で滅びる。

byイエス・キリスト

裕福な者が神の国に入るのは、

なんと難しいことか。

byイエス・キリスト

金持ちが神の国に入るよりも、

らくだが針の穴を通る方がまだ易しい。

byイエス・キリスト

人その友のため命を捨てるこれより大いなる愛はない。

byイエス・キリスト



いつも喜んでいなさい。

絶えず祈りなさい。

どんなことにも感謝しなさい。

byイエス・キリスト

・犬養毅 (1855-1932)
いぬかい つよし。
日本の政治家、第29代内閣総理大臣（1931年 – 1932年）。
岡山県出身。五・一五事件で凶弾に倒れる。

話せばわかる。

by犬養毅
(五・一五事件のとき、銃を向けられた際の言葉。)

・ヴォルテール（1694年 - 1778年）
Voltaire。本名フランソワ＝マリー・アルエ (François-Marie Arouet)。
啓蒙主義を代表するフランスの哲学者、作家。

偉大な人の好意は神々の恩恵である。

byヴォルテール

すべてが善く、

すべてが善きものとなる、

すべてが可能な限り最も善きものとなる。

byヴォルテール

労働はわれわれを三つの大きな悪から逃れしめる。

つまり、

退屈、

悪徳、

欲求から。

byヴォルテール

ほら、こうやってまさに歴史は書かれる。

byヴォルテール

私がいるところ、それが楽園だ。

byヴォルテール

私はあなたの書いたものは嫌いだが、

私の命を与えてもあなたが書き続けられるようにしたい。

byヴォルテール

真実を愛せ、

しかし誤りを許せ。

byヴォルテール



文章は短く、

友情は長く。

byヴォルテール

破廉恥をやっつけろ！

byヴォルテール

私は幸福であろうと決意した。

なぜなら健康によいからだ。

byヴォルテール
引用の技術とは、

己自身では熟考できぬ人々の技術である。

byヴォルテール

美人は目を楽しませ、

いたわりは魂を魅了する。

byヴォルテール

読書は魂を広やかにする。

byヴォルテール

己の時代の精神をもたぬものには、

その時代はまったくの不幸となる。

byヴォルテール

幸福な瞬間は歴史上の千年に匹敵する。

byヴォルテール

常識はそれほど一般的ではない。

byヴォルテール

たくさんの書物はわれわれを無知にする。

byヴォルテール

すべての芸術はよいものだ。

退屈なものを除いてだが。

byヴォルテール

私はあなたが言う事には賛成しないが、

私はあなたがそれを言う権利を死んでも護るだろう。

byヴォルテール

ポール・ヴェルレーヌ(1844年-1896年)
フランスの詩人。

本名ポール・マリー・ヴェルレーヌ。



音楽をまず第一に

byポール・ヴェルレーヌ

その女は地獄のほかに知らなかった。

それが欠如だ。

byポール・ヴェルレーヌ

神様、

神様、

生があそこにある。

単純でそして静かな生が。

byポール・ヴェルレーヌ

芸術は、

子らよ、

それ自体で絶対的な存在なのだ。

byポール・ヴェルレーヌ

・トーマス・エジソン　（1847年 - 1931年）
Thomas Alva Edison. エディソンとも。
アメリカの発明家であり、起業家。

天才を短い一文で定義する事が可能ならば、

それは"1％のひらめき"と"99％の汗(努力)"である。
byトーマス・エジソン

天才は1％のひらめきと99％の汗(努力)からなる。
従って、

天才とはしばしばたんに、

己に課された課題をすべてなした才能ある人のことにすぎない。

byトーマス・エジソン

なにごとにも時がある。

byトーマス・エジソン

私は失敗したことがない。

たんに、

うまくいかないだろう1万の方法を見つけただけだ。
byトーマス・エジソン

何かが君の考えたとおりには運ばなかった、

ということは、

それが役に立たないということを意味しない。

byトーマス・エジソン

多くの人生の失敗は、



つまりは成功にどれだけ近づいているか気がつかずに、

人々が諦めることにある。

byトーマス・エジソン

権威ある本といっても、

すべては人の書いたものだ。

byトーマス・エジソン

発明のためには、

優れた想像力とがらくたの山が必要だ。

byトーマス・エジソン

・エリザベス1世 （1533年 - 1603年）
Elisabeth Tudor. イングランドテューダー朝4代目の王。
大英帝国繁栄の基礎を築いた。

私は国家と結婚している。

byエリザベス1世

・トマス・カーライル（Thomas Carlyle、1795年- 1881年）は英国の評論家・歴史家。
ドイツ文学を研究したことで有名。

すべてのことは「する」という動詞を無限に活用させることである。

byトマス・カーライル

歴史、

それはうわさの上澄みに過ぎない。

byトマス・カーライル

成すべき事を見つけたものは幸いである。

その人に他の幸福を求めさせてはならない。

byトマス・カーライル

世界の歴史とはまさに偉人伝である。

byトマス・カーライル

人は何かを信じることにより生きる。

たくさんのことを論争したり議論したりすることによってではない。

byトマス・カーライル

人が何かをするには二つの理由がある。

人聞きのよい理由と本当の理由である。

byトマス・カーライル

経験は最良の教師である。

ただし授業料が高すぎる。



byトマス・カーライル

・ガイウス・ウァレリウス・カトゥルス

古代ローマの詩人(Gaius Valerius Catullus)。

頭とかかとを越えて

byガイウス・ウァレリウス・カトゥルス

・ガリレオ・ガリレイ

イタリアの天文学者、物理学者。

数学は神が宇宙を書いたアルファベットだ。

byガリレオ・ガリレイ

その人間から何かを学ぶことが出来ないほど愚かな人間に、

私はあったことはない。

byガリレオ・ガリレイ

人に何かを教えることは出来ない。

ただその人が自分で気が付くように助けることが出来るだけだ。

byガリレオ・ガリレイ

聖書は我々にいかに天へ行くかを教える。

いかに諸天体が動くかを教えるのではない。

byガリレオ・ガリレイ

真理はすべてひとたび発見されれば容易く理解される。

問題はそれを発見するという事にある。

byガリレオ・ガリレイ

・河上肇

かわかみ はじめ 
日本の経済学者（1879年10月20日 - 1946年1月30日）。

人はパンのみにて生くものにあらず、

されどまたパンなくして人は生くものにあらず

by河上肇

・マハトマ・ガンジー（1869年‐1948年）はインドの非暴力運動の指導者、政治家。
出生名はモハンダス・カラムチャンド・ガンジー。

あらゆる執着からの自由とは神を真理として現実化させることである。

byマハトマ・ガンジー

「眼には眼を」で行けば、しまいには全世界が盲目になってしまう。

byマハトマ・ガンジー



地球は、

すべての人の必要を充足せしめても、

彼らの欲を満たしきることはできない。

byマハトマ・ガンジー

国の偉大さ、

道徳的発展は、

その国における動物の扱い方で判る。

byマハトマ・ガンジー

目的を見つけよ。

手段は後からついてくる。

byマハトマ・ガンジー

明日死ぬかのように生きろ。

永劫永らえるかのように学べ。

byマハトマ・ガンジー

弱いものは赦すことができません。

赦しとは強いものの性質なのです。

byマハトマ・ガンジー

自分自身の知恵に信をあまりに置くのは賢明ではない。

心に留めるといい――最も強い者でも弱くなりえ、

最も賢しい者でも誤りうる

byマハトマ・ガンジー

なにかを信じておきながら、

それに生きない――それは不誠実というものだ。

byマハトマ・ガンジー

この世界の内に望む変化に、

あなた自身が成ってみせなさい。

byマハトマ・ガンジー
周知だからと言って間違いは真実にはならなければ、

誰もそう見ないからといって真実が間違いにもならない。

例え大衆の支持無くとも、

真実は立ち上がる。

真実は自立しているから。

byマハトマ・ガンジー

私は自分が死ぬ覚悟ならある。

しかし、

私に人を殺す覚悟をさせる大義はどこにもない。

byマハトマ・ガンジー



はじめに彼等は無視し、

次に笑い、

そして挑みかかるだろう。

そうしてわれわれは勝つのだ。

byマハトマ・ガンジー

私はもっとも大きな愛を、

間違ったことへのもっとも大きな反対と結びつけることができる。

byマハトマ・ガンジー

人類が絶えず愛の掟に従ってきたかどうか、

私は知らない。

しかしそれは私の邪魔にはならない。

愛の掟はちょうど重力の法則のように働く。

我々がそれを認めるかどうかには関わりがない。

愛の掟に気がついた人は、

我々の今日のどんな科学者よりもはるかに偉大な学者だろう。

たんに我々の探求がそこまで十分に行き届いてはいないために、

誰にでも愛の法則が働くのが理解できるようになっていないのだ。

byマハトマ・ガンジー

臆病なものは愛を表明することができない。

愛を表明するとは勇敢さの現れである。

byマハトマ・ガンジー

私の行動すべては人類への避けがたい愛のうちに源を持っている。

byマハトマ・ガンジー

罪を憎みなさい、

罪人を愛しなさい。

byマハトマ・ガンジー
敵と相対するときには、

その敵を愛で征服しなさい。

byマハトマ・ガンジー

いい考えだったんだろうとは思うね。

byマハトマ・ガンジー

西洋のキリスト教が実際に行っていることを考えるに、

キリストの［実践した］キリスト教の否定だと思う。

byマハトマ・ガンジー

・イマヌエル・カント (Immanuel Kant, 1724-1804）はドイツ・プロイセンの哲学者。
出生時の名は Emmanuel Kant.

始まりとは、それ以前に先行する時間においては、



そこでなにものも始まることがなかった、

そのような存在である。-
byイマヌエル・カント

すべて自然が自らに指令するものは、

なにかの意図にとってよいものである。

全自然一般は、

本来、

規則に従う諸現象の連関以外のなにものでもない。

そして到る所に規則が行き渡っているのである。

byイマヌエル・カント

啓蒙とは、

人間が己に責任のある未成年の状態から脱却することである。

byイマヌエル・カント

謙遜とは、

元来、

道徳的完全性を伴った自らの価値の比較以外のなにものでもない。

byイマヌエル・カント

判断力の不足は、

元来、

愚かさといわれるものであり、

そのような欠陥はまったく除去することが出来ない。

byイマヌエル・カント

人生の苦労を持ちこたえるには三つのものが役に立つ。

希望・睡眠・笑い。

byイマヌエル・カント

怠惰とは、

その前に仕事をしたわけではないのに休息に固執することである。

byイマヌエル・カント

無責任とは良心の欠如ではなく、

自らの判断を変えないことに固執することである。

byイマヌエル・カント

勇気をもて、

おまえ自身の知性を役に立てろ。

byイマヌエル・カント

すべての純粋な自然学には、

それにおいて数学が適応され得るのと同じ数だけの固有の学が含まれている

byイマヌエル・カント



数学はすべての正確な認識の制約である。

byイマヌエル・カント

年齢とともに判断力は増し、

天才は減っていく。

byイマヌエル・カント

・エドワード・ギボン （1737-1794年）
イギリスの歴史家。

あらゆる有害な行為について、

彼はそれを決意する心、

考案する頭脳、

実行する手を有していた。

byエドワード・ギボン

海風と波涛はつねにもっとも有能な船乗りたちに味方する。

byエドワード・ギボン

・空海 (774年 - 835年)
くうかい、日本の僧侶。

宇宙が尽き、

全てのいのちが尽き、

さとりの世界が尽きない限り、

私の願いは尽きることがない。

by空海

・ウィリアム・スミス・クラーク（William Smith Clark、1826年7月31日 – 1886年3月9日）
は、

アメリカ人教育者、宗教家。札幌農学校などで教鞭をとった。

少年よ、大志を抱け。

byウィリアム・スミス・クラーク

金や利己心を求める大志ではなく、

名声というつかの間のものを求める大志でもない。

byウィリアム・スミス・クラーク

人としてあるべき全てのものを求める大志を抱け。

byウィリアム・スミス・クラーク

・ヘレン・ケラー（Helen Adams Keller, 1880年6月27日 – 1968年6月1日）は、
アメリカ合衆国の教育家・社会福祉事業家。

盲聾唖の三重苦を克服した人として知られる。



希望は人を成功に導く信仰です。

希望なしには何事もできません。

byヘレン・ケラー

世界は困難に満ちている。

同時に困難を克服する事にも満ちている。

byヘレン・ケラー

・ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749年 - 1832
年) は,ドイツの詩人、科学者、政治家。

外国語を知らない者は自分自身の言語について何も知らない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

お前は自分が捕らえた霊に同意する、俺にではなく。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

哲学、

法学に医学、

無念ながら神学さえも、

熱烈な努力によって、

徹底的に俺は学んだ。

だが俺はいまだに哀れな阿呆、

始めた時と賢さでは変わりないときたものだ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

なるほど、

俺は多くを知っている。

だが俺はすべてを知りたいのだ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

ふたつの魂が、

嗚呼、

俺の胸に宿っている。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

友よ、

すべての理論は灰色だ、

そして人生の黄金の樹は緑に繁っている。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

すべて過ぎ去るものは、

永遠なるものの喩えにすぎぬ。

不十分なものも、

ここでは実を結ぶ。

書かれざることが、



ここではなされる。

永遠に女性的なるものが、

われらを引き、

昇らせる。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
楽しめるときには楽しめ。

耐えなければならないときに耐えろ。

繁栄し続ける以上に難しいことがこの世にあるだろうか。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

物事を明確に書き記したいときには、

まず考えを明確にせよ。

崇高なものを書くためには、

まず崇高な心を手に入れよ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

人を知る最も良い方法は、

その人が何を可笑しいと思うかを知ることだ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

誰もがすばらしい人になりたいと願っている。

一方、

成長することは誰も望んでいない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

知識を身につければ十分？　

否。

何事かに応用せよ。　

望むだけで十分？　

否。

行動を起こせ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

平和な家庭にいる者は、

王であれ農夫であれ、

最も幸せな人間だ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

自分の行いについて、

無知であることほど恐ろしいことはない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

堕落した人間であっても、

彼だけにできる最良の方法によって、

幸せになることができる。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ



行動が全てだ。

栄誉に価値はない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

できることが有るなら、

夢見ることができるなら、

直ぐに始めよ。

大胆な行いは天才と力と、

魔力をも具え持っている。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

知とともに疑いは育つ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

世界は粥で作られてはいない、

君たちは怠けてぐずぐずするな、

喉が詰まるか消化するか、

二つに一つだ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

国を鉄床にたとえよう。

ハンマーは支配者、

打ち曲げられる鉄板は民衆。

勝手気ままなめくら打ちに、

いつまでたっても金ができあがらねば、

鉄板こそ迷惑である。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

どの内閣でも新聞紙上に発表する意見はいっこう面白くない。

政治の力は実行することであって、

演説する事ではないからである。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

活動的な馬鹿より恐ろしいものはない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

この日、

ここにおいて世界史の新しい時代が始まる。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

自分のなすべき正当なことのみを行なえ。

そのほかのことはおのずからなされよう。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

気持ちよい生活を作ろうと思ったら、



済んだことをくよくよせぬこと、

めったに腹を立てぬこと、

いつも現在を楽しむこと、

とりわけ、

人を憎まぬこと、

未来を神にまかせること。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

空気と光と友人の愛。

これだけ残っていれば気を落とすことはない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

苦しみが残していったものを味わえ！

苦難も過ぎてしまえば、

甘美だ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

誤った傾向といっても、

何ら得るところがないなどということはめったにないことだ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

凡庸な大衆にもてはやされたいなら、

そのうぬぼれ心と怯懦な気持に媚びるようなことを言いさえすればよい。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

すべての慰めは卑劣だ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

人はただ自分の愛する人からだけ学ぶものだ。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

最も重要な物事は、

他のどんな物事のためであれ、

犠牲にしてはならない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

財貨を失ったら働けばよい、

名誉を失ったらほかで名誉を挽回すればよい、

勇気を失ったものはこの世に生まれてこないほうがよい。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

鎧戸を開けなさい。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

光を・・・もっと、

光を



byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

人生はおよそ二種類のものがある。

できるけれどもしない。

したいけれどもできない。

byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

・釈迦

ゴータマ・シッダッタ(Gotama Siddhattha)。
シャカ族の出身、仏教の創始者。

釈尊（しゃくそん）、仏陀（ぶっだ）とも尊称される。

およそものごとは、

意思をその基本とし、

意思をその主とし、

意思によってそれが創り出される。

by釈迦

牛車を引く牛の足跡に車輪の痕跡がついていくように、

もしも汚れた意思で話し、

行えば苦しみはその意思をもつ人についてくる。

by釈迦

およそものごとは、

意思をその基本とし、

意思をその主とし、

意思によってそれが創り出される。

by釈迦

からだから影がついて離れないように、

もしも清らかな心で話し、

行えば楽しみはその意思をもつ人についてくる。

by釈迦

もしも、

「彼は、

私を面罵し、

殺そうとし、

打ち勝った。

私からものを強奪した。」という想念をもつ人がいたならば、

その人は決して怨みという苦しみが止むことはない。

by釈迦

真にこの世において怨みに報いるために怨みをもってこれをしたならば、

すなわち怨みのやむことはない。

怨みを捨ててこそ怨みはやむ。



これはすなわち永遠の真理である。

by釈迦

よく調えられた人こそが、

他人を調えるべきである。

ただ、

まことに己というものほど調えがたいものはない。

by釈迦

蛇の毒が広がるのを薬で抑えるように、

怒りが起こるのを抑える修行者たちは、

蛇が脱皮するようにこの世という実態なきものを捨て去る。

by釈迦

・坂本龍馬　（1835年 - 1867年）
さかもと りょうま。
江戸時代末期の志士。

人の世に道は一つということはない。

道は百も千も万もある。

by坂本龍馬

・マーガレット・ヒルダ・サッチャー (Margaret Hilda Thatcher, 1925年-)。
イギリス初の女性首相(1979-1990)。

不和があるところには調和をもたらしたい。

誤謬のあるところには真実をもたらしたい。

不信のあるところには信頼をもたらしたい。

絶望のあるところには希望をもたらしたい。

byマーガレット・ヒルダ・サッチャー

・アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

（Antoine de Saint-Exupéry,1900年6月29日 – 1944年7月31日）。
フランスの飛行家、作家。

未来とは、

あなたが予知しようとするものではなく、

自分で可能にするものだ。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

すべての偉大な人々は、

はじめは子どもでした。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

ぼくはしたことを見なくちゃいけなかったんだ。

言葉じゃなくって。



byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

言葉は誤解の源なんだ。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

だけど眼は盲目なんだ。

心で探さないといけないんだ。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

決して人にはわからない。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

心で見るよりよく見ることはできない、

本質は眼では見えない。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

子どもだけが、

彼らが何を捜しているか知っている。 
byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

でも目は盲目なんだ。

それはきっと心で見ているんだよ。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

愛するということは、

お互いに顔を見あうことではなくて、

いっしょに同じ方向を見ることだと。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ
船を造りたいのなら、

男どもを森に集めたり、

仕事を割り振って命令したりする必要はない。

代わりに、

彼らに広大で無限な海の存在を説けばいい。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

真実の愛は無限です。

与えれば与えるほど大きくなる。

byアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

・ウィリアム・シェイクスピア
William Shakespeare(1564-1616), 
イングランドの劇作家・詩人。

人の言葉は善意にとれ、そのほうが５倍も賢い。

byウィリアム・シェイクスピア

この天と地の間には、



おまえの哲学が夢見る以上のものがあるのだ。

byウィリアム・シェイクスピア

生きるか死ぬか、

それが問題だ。

byウィリアム・シェイクスピア

来るべきものは、

今来なくともいずれは来る。

今来れば、

後には来ない。

後に来なければ、

今来るだけのこと。

byウィリアム・シェイクスピア

肝腎なのは覚悟だ。

いつ死んだらいいか、

そんなことは考えてみたところで、

誰にも判りはしない。

所詮、

あなた任せさ。

byウィリアム・シェイクスピア

良かれと努めて、

良い事まで台無しにしてしまうのはよくある事だ。 
byウィリアム・シェイクスピア

私に行くべき道はない、

だから眼球も必要ない。

見えていた頃には躓いたものだ。

今はよく物が見える。

物を持っていれば安心して油断するが、

無一文ならかえってそれが財産になる。 
byウィリアム・シェイクスピア

「これがどん底」などと言える間は、

本当のどん底なのではない。 
byウィリアム・シェイクスピア

耳で見ろ。

あそこでこそ泥を罵っている判事が見えるだろう？

耳で聞け。

byウィリアム・シェイクスピア

きれいはきたない、

きたないはきれい。



闇と汚れの中を飛ぼう。

byウィリアム・シェイクスピア

おお、

ロミオ、

ロミオ、

なぜあなたはロミオなの。

byウィリアム・シェイクスピア

こんな塀くらい、

軽い恋の翼で飛び越えました。（ロメオ、第2幕第2場）
byウィリアム・シェイクスピア

まあ、

素敵。

なんてたくさんの素敵な生き物がいるんでしょう。

人間はなんてきれいなんでしょう。

なんてすばらしい、

新しい世界、

こんな人たちが住んでいるとは。

byウィリアム・シェイクスピア

輝けるもの必ずしも金ならず。

byウィリアム・シェイクスピア

君はさらに美しく、

さらに優しい。

byウィリアム・シェイクスピア

・アルジャーノン・シドニー (1622-1683)[編集]
イングランドの政治家、哲学者。
Algernon Sydney. 

神は自助するものを助ける。

byアルジャーノン・シドニー

・司馬 遷(しば せん、BC145 – BC86?)。
中国前漢の歴史家。

断じて行えば鬼神もこれを避く。

by 司馬 遷

燕や雀のような小鳥（小人物）には大鳥（大人物）の大志はわからない。

by 司馬 遷

・渋沢栄一　(1840年 - 1931年)[編集]



しぶさわ えいいち。日本の実業家。

一個人がいかに富んでいても、

社会全体が貧乏であったら、

その人の幸福は保証されない。

その事業が個人を利するだけでなく、

多数社会を利してゆくのでなければ、

決して正しい商売とはいえない。

by渋沢栄一

・フリードリヒ・シラー

ドイツの劇作家、詩人、歴史家。

指輪によって結婚はなりたつ。

つまり、

指輪とは鎖の輪なのです。

byフリードリヒ・シラー

自然は我々から多くを奪ったが、

しかし技芸は我々を優しく見守り、

その火のもとにわれらの心はぬくもりを感じる。

byフリードリヒ・シラー

宇宙は神の考えたものである。

byフリードリヒ・シラー

信仰と信頼の間にのみ平和があります。

byフリードリヒ・シラー

長く続いた友情なのに、

別れるときはあっというまだ。

byフリードリヒ・シラー

見放さなければ、

失うということもありません。

byフリードリヒ・シラー

・スタンダール (1783-1842)
Stendhal. 本名アンリ・ベール (Henri Beyle)。フランスの作家。

愛は文明の奇跡である。

byスタンダール

美貌は幸福を約束しない。

byスタンダール

美しい海の景色は慰めになる。



byスタンダール

涙は究極の微笑である。

byスタンダール

文学作品のなかの政治とは、

コンサートの中のピストルの一撃だ。

byスタンダール

生きた、

書いた、

愛した。

byスタンダール

・スントーン・プー（1786年 - 1855年）
タイ王国の詩人。

不作法に罵るなかれ

（さもなくば）威厳を失い

尊厳が危うくなろう

人が（あなたの）言葉を敬うことが出来ないから

byスントーン・プー

一、陽光と雨脚に文句を言ってはいけない

byスントーン・プー

一日を早く終えてしまうことをを心配してはいけない

byスントーン・プー

朝の黎明に 太陽が落ち隠れてしまったときに
太陽と月を敬いなさい

byスントーン・プー

・ルキウス・アンナエウス・セネカ (Lucius Annaeus Seneca)は、
古代ローマの政治家、思想家、詩人、劇作家。

父親の大セネカと区別し、小セネカとも。

愛されることを望むならば、愛しなさい。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

私には少しで十分、ひとつで十分、なくても十分だ。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

人は、教えているとき、学ぶ。

byルキウス・アンナエウス・セネカ



災難は勇気を試す機会である。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

・ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

 (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547年9月29日 - 1616年4月23日)はスペインの作家。

喜劇で一番難しい役は愚か者の役であり、その役を演ずる役者は馬鹿ではない。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

真の勇気は極端な臆病と向こう見ずの中間にいる。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

人はみな、

自らの行いの息子である。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

ペンは魂の舌である。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

誰も真の友情を妨げられない。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

愛と欲望は二つの違う事柄である。

愛されるものみなが欲せられるわけではなく、

欲せられるものみなが愛されるわけではない。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

誰もがみな神のつくり給うたとおりにある、そして千倍も悪くなる。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

多く読み多く歩くものは、多くを見、多くを知る。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

君のすべての心をもって神に己を見せなさい。

望みが乾き切ったとき、

神はしばしばその慈悲を、

雨のように注ぎ給う。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

顔に出た悲しみは、心にある汚点に勝る。

byミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

・ソクラテス (紀元前469年頃 - 紀元前399年)
Sokrates,古代ギリシア､アテナイの哲学者

ともかく結婚せよ｡



もし君が良い妻を持ったなら君は幸福になるだろう｡

悪い妻を持ったならば君は哲学者になるだろう｡

byソクラテス

世界を動かそうと思ったらまず､

自分自身を動かせ｡

byソクラテス

生きるために食べるべきで､

食べるために生きてはならぬ｡

byソクラテス

・ルキウス・アンナエウス・セネカ (紀元前54年‐紀元後34年)
Lucius Annaeus Seneca。または Marcus は古代ローマの弁論術家。
哲学者ルキウス・アンナエウス・セネカ（小セネカ）は子。

あらゆる残虐さは弱さより発する。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

語られたことばは心の鏡である。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

偶然に賢くなる者は決していない。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

富は賢いものにとっては奴隷、

愚者にとっては主人である。

byルキウス・アンナエウス・セネカ

・高杉晋作(1839年 - 1867年)
たかすぎ しんさくは、幕末の長州藩藩士。

おもしろきこともなき世をおもしろく

by高杉晋作

・太宰治 (1909年 - 1948年)
だざい おさむ。昭和初期の日本の作家。青森県生まれ。

何もしないさきから、

僕は駄目だときめてしまうのは、

それあ怠惰だ。

by太宰治

すべての思念にまとまりをつけなければ生きて行けない、

そんなけちな根性をいったい誰から教わった?
by太宰治



眼鏡をとって、

遠くを見るのが好きだ。

全体がかすんで、

夢のように、

覗き絵みたいに、

すばらしい。

by太宰治

当りまえのことを当りまえに語る。

by太宰治

・ウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル (1874年 – 1965年)はイギリスの政
治家。

内閣総理大臣として第二次世界大戦を勝利に導いた。 
在任中の1953年にはノーベル文学賞を受賞している。

事実は明白だ。

それを混乱は憤慨するだろう、

無知は嘲笑するだろう、

悪意は曲げようとするだろう、

しかしそれが事実なのだ。

byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

これは想像が事実の前に屈する。

byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

決して、

諦めるな― 決して、
決して、

決して。

大事か些事かに関わらず、

それが名誉や良識に確信があるのでないかぎり、

屈服してはいけない。

力に屈するな。

敵が一見圧倒的であろうと屈するな。

byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

今は終わりではない。

これは終わりの始まりですらない。

しかしあるいは、

始まりの終わりかもしれない。

byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

「無駄ではない」ことが、

生き残った人々の誇りであり、

亡くなった人の墓碑銘であるだろう。



byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

伝統への愛は決して国民を弱めてきたのではなく、

むしろ、

危機に瀕した諸国民を勇気づけてきた。

しかし新しい視点ももたらされるべきであり、

また世界は前を向いて動き出さねばならないのだ。

byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

伝統無くしては、

芸術は主なき羊の群れです。

革新無くしては、

芸術は死体にすぎません。

byウィンストン・レオナード・スペンサー＝チャーチル

・エミリ・ディキンソン (1830 – 1886)
Emily Dickinson、詩人。

永遠は幾多の今から作られている。

byエミリ・ディキンソン

私は神と話したことは一度もなく、

天国を訪ねたこともない。

けれども天国があるのを確信しています

まるでその地図をもらったかのように。

byエミリ・ディキンソン

・ルネ・デカルト René Descartes(1596年‐1650年)
フランスの哲学者、数学者。

わたしはある，

わたしは存在する

byルネ・デカルト

私は考えている，

ゆえに私はある

byルネ・デカルト

あまりに旅に時間を費やす者は、

最後には己の国でよそものとなる。

byルネ・デカルト

良識をもつだけでは十分でない。

良識をよく用いることが肝要である。

byルネ・デカルト



理性によってのみわれわれは人間となる。

byルネ・デカルト

疑いは知のはじまりである。

byルネ・デカルト

誤りとは欠陥にすぎない。

byルネ・デカルト

行為すること、

これが存在することである。

byルネ・デカルト

困難なことはすべて、

扱うことができ、

解決が必要な部分へと分割せよ。

byルネ・デカルト

すべてのことはおのれ自身により証明される。

byルネ・デカルト

ひとたびでもわれわれを欺いたものを完全には信じないことは思慮深さのしるしである。

みせかけの快はしばしば真正の悲しみにまさる。

byルネ・デカルト
私にはすべてのことが数学となる。

byルネ・デカルト

・寺田寅彦（1878年 - 1935年）は日本の物理学者。

われわれがもっている生理的の「時」の尺度は、

その実は物の変化の「速度」の尺度である。

万象が停止すれば時の経過は無意味である。

「時」が問題になるところにはそこに変化が問題になる四元世界の一つの軸としてのみ

時間は存在する。

by寺田寅彦

ものをこわがらな過ぎたり、

こわがり過ぎたりするのはやさしいが、

正当にこわがることはなかなかむつかしい。

by寺田寅彦

科学者になるには自然を恋人としなければならない。

自然はやはりその恋人にのみ真心を打ち明けるものである。

by寺田寅彦

科学の歴史はある意味では錯覚と失策の歴史である。



偉大なる迂愚者の頭の悪い能率の悪い仕事の歴史である。

by寺田寅彦

失敗をこわがる人は科学者にはなれない。

科学もやはり頭の悪い命知らずの死骸の山の上に築かれた殿堂であり、

血の川のほとりに咲いた花園である。

by寺田寅彦

頭のいい、

ことに年少気鋭の科学者が科学者としては立派な科学者でも、

時として陥る一つの錯覚がある。

それは、科学が人間の知恵のすべてであるもののように考えることである。

科学は孔子のいわゆる「格物」の学であって「致知」の一部に過ぎない。

しかるに現在の科学の国土はまだウパニシャドや老子やソクラテスの世界との通路を一筋

でももっていない。

芭蕉や広重の世界にも手を出す手がかりをもっていない。

そういう別の世界の存在はしかし人間の事実である。

理屈ではない。

そういう事実を無視して、

科学ばかりが学のように思い誤り思いあがるのは、

その人が科学者であるには妨げないとしても、

認識の人であるためには少なからざる障害となるであろう。

これもわかりきったことのようであってしばしば忘られがちなことであり、

そうして忘れてならないことの一つであろうと思われる。

by寺田寅彦

・アーサー・コナン・ドイル (1859-1930)
Sir Arthur Conan Doyle (本名 Arthur Ignatius Conan Doyle)。
イギリスの小説家。 
シャーロック・ホームズの作で知られる。

物語の知られざる側面を明かすとき、

崇高な道徳心が最高の知恵であることに気付くであろう。

byアーサー・コナン・ドイル

全ての不可能を消去して、

最後に残ったものが如何に奇妙なことであっても、

それが真実となる

byアーサー・コナン・ドイル

凡人は自分より優れた者の存在を知らない、

しかし才能のある者は天才をすぐに見分ける。

byアーサー・コナン・ドイル

・マーク・トウェイン

Mark Twain (1835-1910) 。



アメリカの作家、小説家。本名サミュエル・ラングホーン・クレメンズ。

サタンを尊敬してはならないが、

彼の分け隔て無く振る舞う才は尊敬に値する。

byマーク・トウェイン

悲嘆はひとりでに癒されるが、

喜びの真価は他人と分かち合わなければ得られない。

byマーク・トウェイン

真実は小説より奇なり。

byマーク・トウェイン

愛はもっともすばやく育つものに見える、

だがもっとも育つのに遅いもの、

それが愛なのだ。

byマーク・トウェイン

友人の務めとは、

間違っているときでも味方するということにある。

正しいときにはほとんど誰でもが君の味方になるだろう……。

byマーク・トウェイン

歴史は同じようには繰り返さないが、韻を踏む。

byマーク・トウェイン

人は自分の承認無しには満足できない。

byマーク・トウェイン

真実が靴を履こうとしている間に、

嘘は既に世界の半分に広まっている。

byマーク・トウェイン

真実は貴重な物であるから、

控えめに使いなさい。

byマーク・トウェイン

まずは事実をつかめ。

後は勝手に歪められるのだから。

byマーク・トウェイン

銀行家とは、

日が照っている時に人に傘を貸し、

雨が降り出した途端に返せと言ってくる連中である。

byマーク・トウェイン

問題は知らないことじゃあない。



知りもしないことを知っているんだと思い込むことなんだよ。

byマーク・トウェイン

・峠三吉　(1917年-1953年)
とうげ　さんきち、日本の詩人。

広島市で原子爆弾に被爆。

にんげんの

にんげんのよのあるかぎり

くずれぬへいわを

へいわをかえせ

by峠三吉

・レフ・トルストイ（1828年 - 1910年）
Леее в Николаае евич Толстоое й (Leo Nikolayevitch Tolstoy). 
ロシアの小説家、社会改革家、道徳哲学者。

すべての幸福な家庭は互いに似ている。

不幸な家庭はそれぞれの仕方で不幸である。

byレフ・トルストイ

ひとつの、

明確な、

疑い得ない神の宣言がある。

これが啓示を通じて世界に知られる諸権利の法なのだ。

byレフ・トルストイ

芸術とは、

人が己に起こった最高のまた最善の感情を他者に伝えることを目的とする人間の活動であ

る。

byレフ・トルストイ

作家がわれわれにその魂の内奥の働きを開かす程度にしたがってのみ、

作家はわれわれにとって愛すべきものとなり、

また必要なものとなる。

byレフ・トルストイ

すべての人は、

それぞれ何をもっているかではなく、

他の人々に愛をもっているかによって生きる。

byレフ・トルストイ

誰もが世界を変革することを考える、

だが誰も己を変えようとは考えない。

byレフ・トルストイ



政府とは、

それ以外の人々に対して暴力を振るう人々の団体である。

byレフ・トルストイ

政府は、

自らが奴隷状態におき抑圧している臣民に対して、

軍隊を必要とする。

byレフ・トルストイ

我々のこの生活においては、

もし人がなんの虚飾ももっていなかったら、

生きるのに十分な理由は存在しない。

byレフ・トルストイ

愛は惜しみなく与う。

byレフ・トルストイ

愛は生命だ。

私が理解するものすべてを、

私はそれを愛するがゆえに理解する。

byレフ・トルストイ

金銭は新しい形の奴隷制度である。

そして個人間のものではない、

つまり古い主人と奴隷の間にはいかなる人間的関係もない、

という点で、

古い単純な奴隷制度から区別される。

byレフ・トルストイ

生きているものだけが善をなす。

byレフ・トルストイ

神の国は君のうちに、

またすべてのもののうちにある。

byレフ・トルストイ

我々が知りうる唯一のことは、

我々は何も知らないということである。

そしてこれが人間の知恵が飛翔しうる最高の高みなのだ。

byレフ・トルストイ

もっとも単純でもっとも短い倫理上の教訓は、

他人から奉仕されるのは可能な限り最小限にし、

可能な限り最大限他人に仕えろということだ。

byレフ・トルストイ



人生の唯一の意義は人類に仕えることにある。

byレフ・トルストイ

たったひとつだけ、

重要な時候というものがある。

現在だ。

現在は時間のうちでもっとも重要だ、

というのも、

現在は我々が時間に力を及ぼすことのできる唯一の機会だからである。

byレフ・トルストイ

敵を取り除くためには、

敵を愛さなければならない。

byレフ・トルストイ

真理は、

金と同じく、

その大きさによってではなく、

どれだけ金ならぬものを洗い流したかによって購われる。

byレフ・トルストイ

子羊を食らう前に泣く狼と、泣かない狼では、どちらがより酷いだろうか。

byレフ・トルストイ

・レフ・トロツキー （1879 - 1940）
ソ連の政治家、革命家。

レーニンやスターリンと共にロシア革命を行うが、

レーニンの死後の後継者争いに敗北。

1940年に亡命先のメキシコで暗殺された。
by レフ・トロツキー

学習はそれ自体のうちにある種の危険を含んでいる。

必要に迫られてこそ人は敵から学ばなければならないからだ。

by レフ・トロツキー

人間の性格の深さと力はその道徳的なたくわえによって定められる。

人間はその生活の慣習の条件から放り出されたときにのみ、

そのときにのみ道徳的なたくわえに頼らねばならぬため、

自分を完全にさらけだす。

by レフ・トロツキー

目的は手段を正当化する。

なにかが目的を正当化する限りは。

by レフ・トロツキー

人間の歴史的上昇は、



全体としては、

自然における、

社会における、

つまり人間それ自体における盲目の力に対する意識の勝利の連続として要約され得る。

by レフ・トロツキー

・夏目漱石

（なつめ そうせき、1867年2月9日(慶応3年1月5日) 1916年12月9日(大正5年)）は、
日本人の小説家、英文学者である。現在の東京都生まれ。

精神的に向上心がないものは馬鹿だ。

by夏目漱石

・ナポレオン・ボナパルト（1769年 - 1821年）
サン・ベルナール峠を越えるナポレオン、ダヴィッド、1800年。美術史博物館（ウィー
ン）所蔵。

フランスの軍人、政治家、皇帝。

兵士諸君、ピラミッドの頂から、四千年の歴史が諸君を見つめている。

byナポレオン・ボナパルト

余の辞書に不可能の文字はない

byナポレオン・ボナパルト

天才とは、彼らの世紀を照らして光輝くべく運命づけられた流星である。

byナポレオン・ボナパルト

愚人は過去を、

賢人は現在を、

狂人は未来を語る。

byナポレオン・ボナパルト

偉大さが輝きを放つのは、

回想においてか、

想像においてのみである。

byナポレオン・ボナパルト

最大の危機は勝利の瞬間にある。

byナポレオン・ボナパルト

宗教は貧しい者が金持ちを殺害する事をおもいとどまらせる。

byナポレオン・ボナパルト

宗教というのは庶民を黙らせるのにちょうど良い目くらましだ。

byナポレオン・ボナパルト



非常によく統治された国家にあっては、

一つの支配的な宗教があるほうがいい。

しかしその場合、

聖職者は民衆に奉仕する存在でなければならない。

byナポレオン・ボナパルト

宗教なき社会は、

羅針盤のない船のようなものである。

byナポレオン・ボナパルト

人はその制服どおりの人間になる。

byナポレオン・ボナパルト

偉大な人間は必要もなく残酷になることは決してない。

byナポレオン・ボナパルト

友人をもつということは幸福なことなのだ。

byナポレオン・ボナパルト

約束を破りたくなければ、

約束などしないことだ。

byナポレオン・ボナパルト

平和とは、

いろいろな国の真の利害ーすべての国にとって名誉ある利害ーに基礎をおいた、

よくよく熟慮されたひとつのシステムの結果でなければならない。

byナポレオン・ボナパルト

時代とは人間の偉大な芸術である。

byナポレオン・ボナパルト

私はもはや、

何人にも服従することはできない。

命令の味を知ってしまったからだ。

byナポレオン・ボナパルト

私は確かに野心家だった。

しかし、

それは今までにないほど、

偉大で気高い野心だったのである。

byナポレオン・ボナパルト

国民を甘やかしては優れた統治者とはいえない。

byナポレオン・ボナパルト

戦争においてはいたずらに多くの人間がいても何もならない。



一人の人間こそすべてである。

byナポレオン・ボナパルト

血を流すのはもうたくさんだ。

byナポレオン・ボナパルト

それにしてもわが生涯は何と言うロマンか！

byナポレオン・ボナパルト

・フリードリヒ・ニーチェ（1844年 - 1900年）
ドイツの哲学者。

怪物と闘う者は、

その過程で自らが怪物と化さぬよう心せよ。

おまえが長く深淵を覗くならば、

深淵もまた等しくおまえを見返すのだ。

by フリードリヒ・ニーチェ

音楽なしには生は誤謬となろう。

by フリードリヒ・ニーチェ

愛の不足ではなく、

友情の不足が不幸な結婚生活を作り出す。

by フリードリヒ・ニーチェ

結婚とは、長い会話だ。

by フリードリヒ・ニーチェ

最も偉大なこと、

それは、

計画をたてることだ。

by フリードリヒ・ニーチェ

・新美南吉 (1913年-1943年)
にいみ　なんきち。日本の作家。

「ほんとうに人間はいいものかしら」

by新美南吉

・アイザック・ニュートン （1643年 - 1727年）
Isaac Newton. イングランドの自然哲学者（物理学者・数学者・天文学者）。
本人は自然哲学を自称したが、

後代、

近代科学最大の科学者の一人とされる。

万有引力の法則を発見したことで知られる。



プラトンは[私]の友、
アリストテレスは[私]の友。
最大の友はしかし真理である。

byアイザック・ニュートン

私がさらに遠くを見ることができたとしたら、

それはたんに私が巨人の肩に乗っていたからです。

byアイザック・ニュートン

太陽、

惑星、

彗星からなる最も美しい系は知性と力ある存在の配慮と支配によってのみ発生しえた。 
byアイザック・ニュートン

神の叡智は創造の業の中に現れている。

byアイザック・ニュートン

・ホレーショ・ネルソン　（1758-1805）(Horatio Nelson) 
イングランド海軍提督、子爵。アメリカ独立戦争やナポレオン戦争で活躍した。

まず勝利だ、それから好きなように勝利を利用すればいい。

byホレーショ・ネルソン

神に感謝する、

私は義務を果たした。

byホレーショ・ネルソン

・野口英世

（のぐち ひでよ、1876年 – 1928年）は日本の福島県出身の細菌学者。
米国での梅毒研究やエクアドルでの黄熱病研究等で知られ、

ロベルト・コッホから始まる細菌学的医学権威の最後の一人ともいわれる。

ガーナで黄熱病原を研究中に自身も感染して51歳で死去。

努力だ、

勉強だ、

それが天才だ。

誰よりも、

２倍、

３倍勉強する者、

それが天才だ。

by野口英世

絶望のどん底にいると想像し、

泣き言をいって絶望しているのは、

自分の成功を妨げ、

そのうえ、



心の平安を乱すばかりだ。

by野口英世

忍耐は苦い。

しかし、その実は甘い。

by野口英世

・ノヴァーリス（1772年 - 1801年）
Novalis、ドイツの詩人。本名ハルデンベルク。

愛は魔術のように働く。

byノヴァーリス

愛の対象はそれぞれ天国の中心だ。

byノヴァーリス

・野村克也（のむら かつや、1935年6月29日 - ）は、
京都府出身の元プロ野球選手（捕手）・監督・野球解説者。

現役時代は1954年～1980年の27年にわたり、
南海ホークス、ロッテオリオンズ、西武ライオンズでプレーした。

引退後はヤクルトスワローズ、阪神タイガース、社会人野球のシダックス野球部、

東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を務めた。京丹後市名誉市民。

2010年からはサンケイスポーツ野球評論家。

勝ちに不思議の勝ちあり、

負けに不思議の負けなし

by野村克也

人生の最大の敵、

それは「鈍感」である

by野村克也

・ハインリッヒ・ハイネ

クリスチャン・ヨハン・ハインリッヒ・ハイネ（Christian Johann Heinrich Heine, 
フランス名アンリ・エーヌ、1797年12月13日、デュッセルドルフ – 1856年2月17日、パ
リ）はドイツの詩人、ジャーナリスト。

出生名はハリー・ハイネ（Harry Heine）。
ハイネはもともとユダヤ教徒であったが、

1825年（20代後半）にキリスト教に改宗し、Christian Johann Heinrich を名乗った。
1830年7月のフランス7月革命に影響され、
青年ドイツ派の中心となるも、

1831年にフランスのパリへ亡命、
アンリ・エーヌとなる。

1856年パリで没し、
フランスに葬られた。



世界史のなかでは、

それぞれの出来事は他のある出来事の直接な帰結なのではなくて、

色々の出来事がむしろ交互に他を規定しあっている。

byハインリッヒ・ハイネ

・ブレーズ・パスカル

フランスの数学者・物理学者・哲学者（1623年6月19日 - 1662年8月19日）。

好奇心は虚栄以外のなにものでもない。

ほとんどの場合、

話すためにだけ、

人は知ることを欲する。

byブレーズ・パスカル

すべてのものが確かであるということは確実ではない。

byブレーズ・パスカル

真の道徳は道徳から楽しみをもたらす。

byブレーズ・パスカル

人間は、

自然のうちでもっとも脆い葦でしかない。

しかし人間は考える葦である。

byブレーズ・パスカル

感情には、

理性にはまったく知られぬ感情の理屈がある。

byブレーズ・パスカル

すべての人間は、

本性によって、

互いを憎み合う。

byブレーズ・パスカル

哲学を嘲笑するものこそ、

真に哲学者である。

byブレーズ・パスカル

正義が守られえないところでは、

力が正義とされる。

byブレーズ・パスカル

己が真理を保持していると信じるのは人間の生まれつきの病である。

byブレーズ・パスカル

・ルイ・パスツール (1822年 - 1895年)



Louis Pasteur. フランスの科学者、微生物学者。

観測科学では、 
偶然は準備された精神にしか微笑まない。

byルイ・パスツール

真理を認識するだけでは十分ではない。さらに真理を公表しなければならない。

byルイ・パスツール

批判的精神を第一のものとせよ。

byルイ・パスツール

パラケルスス（1493年か1494年 - 1541年9月24日） は
ヨーロッパ近世の錬金術師、医師、自然哲学者。

スイス出身。

本名は、テオフラトゥス・フィリップス・アウレオールス・ボンバトゥス・フォン・ホー

エンハイム。

あらゆるものは毒であり、

毒無きものなど存在しない。

あるものを無毒とするのは、

その服用量のみによってなのだ。

byパラケルスス

・ジェームス・マシュー・バリー (1860-1937　Sir James Matthew Barrie）はイギリスの作
家。

『ピーター・パン』の作者。

2歳になれば、
分かってしまうのです。

2歳になれば、
兆しが現れるものなのです。

byジェームス・マシュー・バリー 

・ジョージ・パットン(1885年11月11日 - 1945年12月21日)
George Smith Patton, Jr。アメリカ合衆国陸軍の軍人。
第二次世界大戦で活躍した。

彼の死を悲しんではならない。

彼のようなすばらしい奴と出会えたことを喜ばなくてはならない。

byジョージ・パットン

・レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci, 1452年 – 1519年)は
イタリアの画家、彫刻家、建築家、発明家、美術理論家。

充実した一日が幸せな眠りをもたらすように、



充実した一生は幸福な死をもたらしてくれる。

byレオナルド・ダ・ヴィンチ

使わない鉄がさびるように、

活動しないことは知性を損なう。

byレオナルド・ダ・ヴィンチ

簡潔さは究極の洗練である。

byレオナルド・ダ・ヴィンチ

生を尊重しないものはそれに値しない。

byレオナルド・ダ・ヴィンチ

学は指揮官であり、実践は兵士である。

byレオナルド・ダ・ヴィンチ

必然性は自然の女主人であり導き手である。 
ちっぽけな確実さは大きな嘘に勝る。

byレオナルド・ダ・ヴィンチ

・ヒポクラテス （紀元前460年 – 紀元前377年）は古代ギリシアの医者。
コス島の出身で、コスのヒポクラテスとも。

著書『神聖病について』など。

人生は思考するものにとっては喜劇であり、

感情に流されるものにとっては悲劇である。

byヒポクラテス

・ベンジャミン・フランクリン （1706年-1790年）
Benjamin Franklin. アメリカ合衆国独立期の作家、政治家。

生きるために食べろ、

食べるために生きるな。

byベンジャミン・フランクリン

長生きしたければ、

食事を減らせ。

byベンジャミン・フランクリン

不信と用心は安全の親。

byベンジャミン・フランクリン

どんな敵でも軽んじるな。

byベンジャミン・フランクリン

何でもけなす人と何でもほめる人は、



どちらも考えなしだ。

byベンジャミン・フランクリン

説得をしたいなら、

論理を用いるのではなく、

利益について話せ。

byベンジャミン・フランクリン

神は肉をもたらし（といわれる）悪魔は料理人をもたらす。

byベンジャミン・フランクリン

謙遜は偉大な人を二倍名誉あるものとする。

byベンジャミン・フランクリン

多くの傷を受けるほうが、

ひとつの傷を与えるよりもよい。

byベンジャミン・フランクリン

早寝早起きは、

人を健康、

富裕、

賢明にする。

神は自ら助けるものたちを助ける。

byベンジャミン・フランクリン

己を作りあげるものは、

本を書き上げるものより賢い。

byベンジャミン・フランクリン

時は金なり。

byベンジャミン・フランクリン

君の失敗を友人に告げること、

それが友人を大いに信頼するということだ。

友人の失敗を友人につげるより、

より偉大な信頼なのだ。

byベンジャミン・フランクリン

・プラトン  （紀元前427年 – 紀元前347年）は古代ギリシア・アテナイの哲学者。
ソクラテスの弟子、アリストテレスの師。

驚きは知ることの始まりである。

byプラトン

魂には眼がある。

それによってのみ真理を見ることができる。



byプラトン

ただ生きるな、

善く生きよ。

byプラトン

・ フランシス・ベーコン
 （1561 - 1626）
イングランドの哲学者、神学者、政治家。

知識は力である。

byフランシス・ベーコン

慈悲にはしすぎるということがない。

byフランシス・ベーコン

何にせよ最上の証明とは経験である。

byフランシス・ベーコン

死は我々の友である。

死を受け入れる用意の出来ていないものは、

何かを心得ているとはいえない。

byフランシス・ベーコン

沈黙は愚者たちの美徳である。

byフランシス・ベーコン

生来の才能とは自然の植物のようなものである。

研鑚によって余計なものを刈り取らなければならない。

byフランシス・ベーコン

結婚は人間を作り、

友愛は人間を完成する

byフランシス・ベーコン

・ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

Georg Wilhelm Friedrich Hegel、(1770年8月27日 – 1831年11月14日）は、
ドイツの哲学者でありドイツ観念論を代表する思想家である。

ミネルヴァの梟は黄昏とともにようやく飛び始める

『法哲学』(1820年)より

[人間]は、教養形成によってはじめて、人間としてかくあるべきものになる。
byゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

・ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ドイツの作曲家（1770年12月17日 – 1827年3月26日）



諸君。

喝采を。

喜劇は終った。

byルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

・ボードレール

シャルル・ピエール・ボードレール(Charles Pierre Baudelaire)はフランスの詩人・批評家。

思い出せ！

「時間」という奴は、

ごまかしはしないが

何とかして必ず勝たずにはおかない強欲な博徒だぞ！ 

・ホラティウス （紀元前65年 - 紀元前8年）
Quintus Horatius Flaccus,　クィントゥス・ホラティウス・フラックス。古代ローマの詩人。

絶望してはならぬ。

byホラティウス

塵と影なのだ、

我々は。

byホラティウス

・アルベルトゥス・マグヌス

(1193年頃-1280年11月15日）は中世ドイツの神学者、自然哲学者。
カトリック教会の聖人。

トマス・アクィナスは弟子。

真理を発見せよ、

然らば真理は君たちを自由にする。

byアルベルトゥス・マグヌス

・松岡洋右 (1880年 - 1946年)
日本の外交官。日独伊三国軍事同盟、日ソ中立条約を締結した。

アメリカ人には、

たとえ脅かされても、

自分の立場が正しい場合には、

道を譲ったりしてはならない。

by松岡洋右

対等な立場を欲するものは、

対等な立場で望まなければならない。

by松岡洋右

・カール・マルクス



 （1818年5月5日 - 1883年3月14日）はドイツの経済学者、哲学者、革命家。

今日までのあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。

byカール・マルクス

哲学者たちは世界を色々な仕方でただ解釈してきた。

しかし肝心なのは、

世界の変革である。

byカール・マルクス

『孟子』

自分の心を振り返ってみたときに自分が正しければ、

たとえ相手が千万人であっても私は敢然と進んでこれに当ろう。

by孟子

今、

人であるものが、

今にも井戸に落ちようとしている幼な子を見たとしたら、

みな憐憫の情、

可哀相と感じる心を持つものだ。　

憐れみの心がない者は、

人ではない。　

憐れみの心は、

仁であることの始まりである。

by孟子

・ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

（Wolfgang Amadeus Mozart、1756年 – 1791年）は
オーストリア・ザルツブルク出身の作曲家。

音楽は決して耳ざわりであってはならない、

むしろ耳を満足させなくてはならない。

byヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

新しい喜びは、新しい苦痛をもたらす。

byヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

他人の賞賛や非難など一切気にしない。

自分自身の感性に従うのみだ。

byヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

尊貴な学位も想像力も、

その両方を足したものも、

天才の誕生には至らない。

愛、

愛、



愛。

それこそが天才の神髄なんだ。

byヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

・ユウェナリス

デキムス・ユニウス・ユウェナリス（Decimus Iunius Iuvenalis, 50年頃 – 130年）。
古代ローマ帝国時代の風刺詩人、弁護士。

健全な肉体に健全な魂を

byユウェナリス

護衛たちを護衛するのは誰か？

byユウェナリス

・フランソワ・ラブレー（1483年頃‐1553年)
François Rabelais, フランスの人文主義者、作家。

汝の欲するところをなせ。

byフランソワ・ラブレー

食欲は食べていると起こり、

乾きは酒を飲んでいると起こる。

byフランソワ・ラブレー

笑いは人間の特質である。

byフランソワ・ラブレー

時間は真理の父である。

byフランソワ・ラブレー

良心を欠いた学問は魂の廃墟以外のなにものでもない。

byフランソワ・ラブレー

・エイブラハム・リンカーン　（1809年2月12日 - 1865年4月15日）
Abraham Lincoln, 第16代アメリカ合衆国大統領。

分裂し、

それ自体に向かって敵対する家は立ち行かない。

byエイブラハム・リンカーン

半分が奴隷、

半分が自由人からなる国家が永遠に存続するとは私は信じない。

byエイブラハム・リンカーン

労働は資本より先にあり、

また独立したものである。



byエイブラハム・リンカーン

資本とはたんに労働の果実に過ぎない。

byエイブラハム・リンカーン

労働が先になければ、

資本は決して存在しえないだろう。

byエイブラハム・リンカーン

労働は資本にまさり、

またより真剣に考察されるに値する。

byエイブラハム・リンカーン

我々がやらなければいけない行動は、

紛れもなく適切で正しい行動だ。

byエイブラハム・リンカーン

私が敵の中から友人を得るとき、私は敵を滅ぼしているのではないだろうか？

byエイブラハム・リンカーン

・フランクリン・デラノ・ルーズベルト (1882-1945）
Franklin Delano Roosevelt, アメリカの政治家、第32代大統領。

国土を破壊する国家は、

自らを破壊する。

byフランクリン・デラノ・ルーズベルト

将来のいつの日か、

それを我々は確かなものとすることを求めているのだが、

我々は四つの人間の自由に基づく世界を建設することを望んでいる。

第一の自由は、

表現の自由である―世界中、

至るところで。

第二の自由は、

各人がおのれの仕方で神を崇拝する自由である。

―世界中、

至るところで。

第三の自由は、

欠乏からの自由である。

すなわち、

もっと一般的な言葉でいいかえれば、

経済でいうところの資産、

すべての国が健康で平和な生活をその住民に保障するような資産である。

―世界中、

至るところで。

第四の自由は恐怖からの自由、



すなわち、

もっと一般的な言葉でいいかえれば、

ある程度まで、

そしてある徹底的な仕方で、

全世界的な軍縮を行うことである。

これによりいかなる国もその隣国に関して物理的な攻撃を加える立場にはとどまらないで

あろう。―世界中、

至るところで。

これは遠い千年紀の夢ではない。

これは我々自身の時代と世代において、

達成されうるような世界の、

確固たる基礎なのである。

byフランクリン・デラノ・ルーズベルト

・マルティン・ルター (1483-1546)
ドイツの神学者、

宗教改革者

神がその人を通じてある偉大な行為を望むかのように、 
誰でもが行動するべきである。

by マルティン・ルター

私の良心は神の言葉の中に捉えられている。

by マルティン・ルター

私のキリストが生き、

支配すると、

私は彼とともに生き、

支配するようになる。

by マルティン・ルター

・ウラジミール・レーニン (1870-1924)
Vladimir Lenin, Владимир Ильич Ульянов。ソビエト連邦の指導者。

無関心は権力者、

統治者への静かな支持である。

byウラジミール・レーニン

百人の力は千人の力より大きなものでありえるだろうか。

もちろんありえる。

さらに百人が組織されていれば、

実際にそうなる。

byウラジミール・レーニン

政治においてはしばしば敵から学ばなければならないとは昔からの真理である。

byウラジミール・レーニン



学べ、

学べ、

なお学べ。

byウラジミール・レーニン

人は何をいい考えるかにしたがってではなく、

何を行うかによって判断される。

byウラジミール・レーニン

・ロバート・ブラウニング(Robert Browning,　1812年5月7日‐1889年12月12日) は
イギリスの詩人。

私の太陽が沈む、

再び上るために。

byロバート・ブラウニング

・ウィリアム・ワーズワース（William Wordsworth, 1770年－1850年）は、
イギリスの代表的なロマン派詩人。

人生は三つの期間…過去、

現在、

未来…に分けられます。

現在の恩恵を受けるために過去から学び、

未来をより良く生きるために現在から学びましょう。

by ウィリアム・ワーズワース

・オスカー・ワイルド

Oscar Wilde,(1854年 - 1900年) アイルランド出身のイギリスの小説家、劇作家。

冷笑家とは何かって。

あらゆるものの値段を知っているが、

その価値を知らない男のことですよ。

byオスカー・ワイルド

試験では、

賢い者が答えられないような問題を、

馬鹿な奴が出す。

byオスカー・ワイルド

自分を愛するというのは一生続くロマンスの始まりだ。

byオスカー・ワイルド

偉大な芸術家は物事をあるがままには決して見ない。

もしそうしたのなら、

芸術家ではなくなっているのだ。



byオスカー・ワイルド

どんな愚者でも歴史を作れる、

しかし歴史を書くには天才が必要である。

byオスカー・ワイルド
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